
１．平成18年 9月中間期の業績（平成18年 4月 1日 ～ 平成18年 9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    326 円 87 銭 

３．配当状況 

※ 上記業績予想は現時点での予想数値であり、今後の様々な要因により異なる場合があります。 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

平成19年 3月期 個別中間財務諸表の概要 
(財)財務会計基準機構会員 

平成18年11月 8日

上場会社名 芙蓉総合リース株式会社 上場取引所 東 

コード番号  8424 本社所在都道府県  東京都 

(URL http://www.fgl.co.jp/) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長 氏名 小倉 利之 

問合せ先責任者 役職名  常務執行役員 氏名 米田 俊三 ＴＥＬ  （03） 5275 － 8800 

決算取締役会開催日 平成18年11月 8日 配当支払開始日 平成18年12月 6日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1) 経営成績  

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年 9月中間期 185,772 7.8 7,457 △9.4 7,863 △6.7

17年 9月中間期 172,252 1.8 8,232 20.3 8,428 11.1

18年 3月期 348,290  16,027  16,345  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 

18年 9月中間期 5,610 △20.2 185 25

17年 9月中間期 7,034 29.4 232 26

18年 3月期 12,023  396 96

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 30,287,598株 17年 9月中間期 30,287,670株 18年 3月期 30,287,670株

②会計処理の方法の変更 無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年 9月中間期 904,873 62,533 6.9 2,064 66

17年 9月中間期 874,427 51,284 5.9 1,693 24

18年 3月期 881,022 58,672 6.7 1,937 19

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 30,287,593株 17年 9月中間期 30,287,670株 18年 3月期 30,287,670株

②期末自己株式数 18年 9月中間期 217株 17年 9月中間期 140株 18年 3月期 140株

２．平成19年 3月期の業績予想（平成18年 4月 1日 ～ 平成19年 3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円  百万円  百万円 

通 期 366,000  15,200  9,900  

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年 3月期 15.00 18.00 33.00

19年 3月期（実績） 20.00 － 
40.00

19年 3月期（予想） － 20.00
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６．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

対前期末
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額 
(百万円) 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   6,283     2,851     7,603     

２．受取手形   76     44     23     

３．割賦債権 ※３ 90,160     99,349     93,623     

４．営業貸付金   39,358     45,699     41,116     

５．その他の営業貸
付債権 

※３ 36,498     40,897     32,635     

６．賃貸料等未収入
金 

  14,905     14,488     14,070     

７．有価証券 ※３ 14     －     －     

８．繰延税金資産   1,038     1,344     1,066     

９．その他   9,629     14,769     9,383     

10．貸倒引当金   △4,200     △3,678     △4,511     

流動資産合計     193,766 22.2   215,765 23.8   195,010 22.1 20,754

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産                     

(1）賃貸資産 ※１                   

（ア）リース資産 ※２ 552,227     566,047     559,301     

（イ）リース資産
前渡金 

  1,508     1,230     1,867     

賃貸資産合計   553,735     567,277     561,168     

(2）社用資産 ※１ 344     324     334     

有形固定資産合
計 

  554,080     567,601     561,502     6,099

２．無形固定資産                     

(1）賃貸資産                     

（ア）リース資産   65,264     59,755     60,854     

賃貸資産合計   65,264     59,755     60,854     

(2）その他   520     451     483     

無形固定資産合
計 

  65,784     60,207     61,337     △1,130

３．投資その他の資
産 

                    

(1）投資有価証券 ※３ 23,370     27,971     27,543     

(2）固定化営業債
権 

  2,246     1,264     1,753     

(3）長期差入保証
金 

  19,771     23,522     24,212     

(4）その他   15,490     8,608     9,730     

(5）貸倒引当金   △82     △68     △69     

投資その他の資
産合計 

  60,795     61,298     63,171     △1,872

固定資産合計     680,661 77.8   689,107 76.2   686,011 77.9 3,096

資産合計     874,427 100.0   904,873 100.0   881,022 100.0 23,850
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

対前期末
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額 
(百万円) 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形   8,931     9,953     7,928     

２．買掛金   14,990     20,436     21,079     

３．短期借入金   242,950     169,600     174,100     

４．一年以内返済予
定の長期借入金 

※３ 78,679     86,339     84,282     

５．コマーシャルペ
ーパー 

  214,600     226,600     212,200     

６．債権流動化債務 ※３ 19,200     13,900     24,900     

７．一年以内返済予
定の長期債権流
動化債務 

※３ 57,547     62,324     60,839     

８．未払法人税等   4,637     4,508     5,013     

９．割賦未実現利益   2,762     3,036     2,962     

10．賞与引当金   653     623     662     

11．債務保証損失引
当金 

  42     50     114     

12．関係会社清算損
失引当金 

  527     －     －     

13．その他   6,228     8,123     7,211     

流動負債合計     651,751 74.5   605,496 66.9   601,295 68.2 4,201

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金 ※３ 65,678     112,496     108,821     

２．長期債権流動化
債務 

※３ 85,585     99,620     89,260     

３．繰延税金負債   1,316     2,171     3,349     

４．退職給付引当金   843     193     486     

５．役員退職慰労引
当金 

  138     230     183     

６．債務保証損失引
当金 

  2,272     2,231     2,247     

７．その他 ※３ 15,554     19,899     16,704     

固定負債合計     171,391 19.6   236,842 26.2   221,054 25.1 15,788

負債合計     823,143 94.1   842,339 93.1   822,349 93.3 19,990
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

対前期末
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額 
(百万円) 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     10,532 1.2   － －   10,532 1.2 －

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   10,416     －     10,416     －

資本剰余金合計     10,416 1.2   － －   10,416 1.2 －

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   10     －     10     －

２．任意積立金   15,979     －     15,979     －

３．中間（当期）未
処分利益 

  10,351     －     14,885     －

利益剰余金合計     26,340 3.0   － －   30,874 3.5 －

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    3,995 0.5   － －   6,850 0.8 －

Ⅴ 自己株式     △0 △0.0   － －   △0 △0.0 －

資本合計     51,284 5.9   － －   58,672 6.7 －

負債資本合計     874,427 100.0   － －   881,022 100.0 －

                      

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   10,532 1.2   － － －

２．資本剰余金                     

(1）資本準備金   －     10,416     －     

資本剰余金合計     － －   10,416 1.1   － － －

３．利益剰余金                     

(1）利益準備金   －     10     －     

(2）その他利益剰
余金 

                    

別途積立金   －     21,979     －     

繰越利益剰余
金 

  －     13,951     －     

利益剰余金合計     － －   35,940 4.0   － － －

４．自己株式     － －   △0 △0.0   － － －

株主資本合計     － －   56,888 6.3   － － －

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券
評価差額金 

    － －   5,692 0.6   － － －

２．繰延ヘッジ損益     － －   △46 △0.0   － － －

評価・換算差額等
合計 

    － －   5,645 0.6   － － －

純資産合計     － －   62,533 6.9   － － －

負債純資産合計     － －   904,873 100.0   － － －
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前年同期 
増減 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額 
(百万円) 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     172,252 100.0   185,772 100.0 13,519   348,290 100.0 

Ⅱ 売上原価     159,201 92.4   173,555 93.4 14,354   322,841 92.7 

売上総利益     13,051 7.6   12,216 6.6 △834   25,448 7.3 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    4,818 2.8   4,759 2.6 △59   9,420 2.7 

営業利益     8,232 4.8   7,457 4.0 △775   16,027 4.6 

Ⅳ 営業外収益 ※２   285 0.2   497 0.3 212   490 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※３   89 0.1   91 0.1 2   172 0.0 

経常利益     8,428 4.9   7,863 4.2 △565   16,345 4.7 

Ⅵ 特別利益 ※４   2,902 1.7   1,472 0.8 △1,430   3,300 0.9 

Ⅶ 特別損失 ※５   99 0.1   48 0.0 △51   120 0.0 

税引前中間（当
期）純利益 

    11,231 6.5   9,286 5.0 △1,944   19,525 5.6 

法人税、住民税
及び事業税 

  4,102     4,306      7,361     

法人税等調整額   94 4,196 2.4 △630 3,675 2.0 △521 141 7,502 2.2 

中間（当期）純
利益 

    7,034 4.1   5,610 3.0 △1,423   12,023 3.4 

前期繰越利益     3,316     －      3,316   

中間配当額     －     －      454   

中間（当期）未
処分利益 

    10,351     －      14,885   
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

資本準備金
資本剰余
金合計 

利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
10,532 10,416 10,416 10 15,979 14,885 30,874 △0 51,822 

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立（注）         6,000 △6,000 －   － 

剰余金の配当（注）           △545 △545   △545 

中間純利益           5,610 5,610   5,610 

自己株式の取得               △0 △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                  

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
－ － － － 6,000 △934 5,065 △0 5,065 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
10,532 10,416 10,416 10 21,979 13,951 35,940 △0 56,888 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
6,850 － 6,850 58,672 

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立（注）       － 

剰余金の配当（注）       △545 

中間純利益       5,610 

自己株式の取得       △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△1,157 △46 △1,204 △1,204 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△1,157 △46 △1,204 3,860 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
5,692 △46 5,645 62,533 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日前１ヵ月の市

場価格の平均に基づく時価

法 

 なお、評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日前１ヵ月の市

場価格の平均に基づく時価

法 

 なお、評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日前１ヵ月の市場価

格の平均に基づく時価法 

 なお、評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定しております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）リース資産 

 リース期間を償却年数とし、

リース期間満了時の処分見積額

を残存価額とする定額法 

 なお、リース契約の解約、顧

客の支払不能等によるリース資

産の処分損失見込額について

は、減価償却費として追加計上

しております。 

(1）リース資産 

同左 

(1）リース資産 

同左 

 (2）社用資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(2）社用資産 

同左 

(2）社用資産 

同左 

  建物      ３年～50年 

器具備品    ３年～20年 

    

 (3）その他の無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(3）その他の無形固定資産 

同左 

(3）その他の無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権及び破産更生債権等について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）債務保証損失引当金 

 債務保証等に係る損失に備え

るため、被保証者の財政状態等

を勘案し、損失負担見込額を計

上しております。 

(3）債務保証損失引当金 

同左 

(3）債務保証損失引当金 

同左 

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

発生していると認められる額を

計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、

発生年度に全額費用処理するこ

ととしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、

発生年度に全額費用処理するこ

ととしております。 

 (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給にあ

てるため、当社の内規に基づく

中間期末要支給額の全額を計上

しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給にあ

てるため、当社の内規に基づく

期末要支給額の全額を計上して

おります。 

 (6）関係会社清算損失引当金 

 関係会社の清算に係る損失に

備えるため、関係会社の財政状

態等を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。 

───────  

  

(6）関係会社清算損失引当金 

 関係会社の清算に係る損失に

備えるため、関係会社の財政状

態等を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。 

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジによっておりま

す。また、特例処理の要件を満

たしている金利スワップについ

ては特例処理によっておりま

す。なお、「リース業における

金融商品会計基準適用に関する

当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 業

種別監査委員会報告第19号 平

成12年11月14日）に定める負債

の包括ヘッジについては、繰延

ヘッジを採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ対象 

 借入金、コマーシャルペー

パー及び債権流動化債務 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）ヘッジ方針 

 営業活動及び財務活動に伴っ

て発生する金利変動によるリス

クをヘッジする目的で、当社の

社内規程「市場リスク・流動性

リスク管理の基本方針」に定め

るところにより、デリバティブ

取引を利用しております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 個別ヘッジについては、金

額・期間等の重要な条件が同一

であることをもって、ヘッジの

有効性を評価しております。 

 負債の包括ヘッジについて

は、金利スワップ等のデリバテ

ィブ取引によりヘッジ対象から

発生するキャッシュ・フロー変

動リスクが総体として削減され

ており、加えて、ヘッジ手段で

あるデリバティブ取引の想定元

本がヘッジ対象の借入金残高等

の範囲内に収まっていることを

検証することでヘッジの有効性

を評価しております。 

 なお、特例処理によっている

金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

(1）営業貸付債権の計上方法 

 営業目的の金融収益を得るた

めに実行する貸付金、手形割

引、債権の買取等を計上してお

ります。 

 なお、当該金融収益は、売上

高の営業貸付収益に計上してお

ります。 

(1）営業貸付債権の計上方法 

同左 

(1）営業貸付債権の計上方法 

同左 

 (2）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

(2）消費税等の会計処理 

同左 

(2）消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

──────  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

──────  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は62,580百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

──────  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされる

もの）を投資有価証券として表示する方法に変更いたし

ました。 

 なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は318百万円であり、前中間会計期間の

「投資その他の資産」の「その他」に含まれている当該

出資の額は178百万円であります。 

（中間貸借対照表） 

 旧有限会社法の規定による有限会社の持分は、前中間

会計期間まで「投資その他の資産」の「その他」に含め

て表示しておりましたが、「会社法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律」（平成17年７月26日法律第87

号）第２条第２項により、有価証券（株式）とみなされ

ることとなったため、当中間会計期間から「投資有価証

券」に含めて表示する方法に変更いたしました。 

 なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる

当該持分は469百万円であり、前中間会計期間の「投資

その他の資産」の「その他」に含まれている当該持分は

506百万円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

賃貸資産の減価償却

累計額 
885,999百万円

社用資産の減価償却

累計額 
671百万円

賃貸資産の減価償却

累計額 
932,582百万円

社用資産の減価償却

累計額 
693百万円

賃貸資産の減価償却

累計額 
913,026百万円

社用資産の減価償却

累計額 
674百万円

※２ リース資産については、取得価額から

圧縮記帳額73百万円が控除されておりま

す。 

※２ リース資産については、取得価額から

圧縮記帳額303百万円が控除されており

ます。 

※２ リース資産については、取得価額から

圧縮記帳額303百万円が控除されており

ます。 

※３ 担保に供している資産及び対応する債

務 

※３ 担保に供している資産及び対応する債

務 

※３ 担保に供している資産及び対応する債

務 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

割賦債権 916百万円

リース契約債権等 2,501百万円

計 3,418百万円

割賦債権 107百万円

リース契約債権等 2,106百万円

計 2,213百万円

割賦債権 213百万円

リース契約債権等 2,239百万円

計 2,453百万円

 また、上記以外に有価証券14百万円を

営業保証金として供託しております。 

 また、上記以外に投資有価証券14百万

円を営業保証金として供託し、割賦債権

252百万円、投資有価証券10百万円を取

引先の銀行借入に対する第三者担保とし

て提供しております。 

 また、上記以外に投資有価証券14百万

円を営業保証金として供託し、割賦債権

252百万円、投資有価証券10百万円を取

引先の銀行借入に対する第三者担保とし

て提供しております。 

(2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 

長期借入金 

（一年以内返済予定

を含む） 

910百万円

その他（固定負債） 2,459百万円

計 3,369百万円

長期借入金 

（一年以内返済予定

を含む） 

106百万円

その他（固定負債） 2,085百万円

計 2,191百万円

長期借入金 

（一年以内返済予定

を含む） 

211百万円

その他（固定負債） 2,266百万円

計 2,477百万円

（追加情報） 

 従来、「債権譲渡の対抗要件に関する

民法の特例等に関する法律」等に基づき

譲渡したリース契約債権等及び資金調達

額を、担保に準ずるものとして、担保に

供している資産及び担保提供資産に対応

する債務として表示しておりましたが、

当中間会計期間より、より適切な開示の

観点から、担保に供している資産及び担

保提供資産に対応する債務に含めずに表

示しております。 

 なお、当中間会計期間末における該当

金額は以下のとおりであります。 

  （追加情報） 

 従来、旧「債権譲渡の対抗要件に関

する民法の特例等に関する法律」等に

基づき譲渡したリース契約債権等及び

資金調達額を、担保に準ずるものとし

て、担保に供している資産及び担保提

供資産に対応する債務として表示して

おりましたが、当事業年度より、より

適切な開示の観点から、担保に供して

いる資産及び担保提供資産に対応する

債務に含めずに表示しております。 

 なお、当事業年度末における該当金

額は以下のとおりであります。 

(1）担保に供している資産   (1）担保に供している資産 

割賦債権 559百万円

リース契約債権等 207,543百万円

計 208,103百万円

 割賦債権 697百万円

その他の営業貸付

債権 

1,616百万円

リース契約債権等 218,910百万円

計 221,224百万円

(2）担保提供資産に対応する債務   (2）担保提供資産に対応する債務 

債権流動化債務 19,200百万円

長期債権流動化債務 

（一年以内返済予定

を含む） 

143,000百万円

計 162,200百万円

 債権流動化債務 24,900百万円

長期債権流動化債務 

（一年以内返済予定

を含む） 

149,988百万円

計 174,888百万円
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

(1）取引先の借入金等に対する保証 (1）取引先の借入金等に対する保証 (1）取引先の借入金等に対する保証 

保証先 
円貨額 
（百万円） 

双日㈱ 396 

American Airlines, Inc. 224 

SK Shipping Co., Ltd. 160 

その他 13件 19 

計 800 

保証先 
円貨額 
（百万円） 

辰巳開発特定目的会社 996 

ETERNAL ELECTRONICS 
CORPORATION 

871 

シダックス・コミュニテ
ィー㈱ 

469 

American Airlines, Inc. 274 

森永乳業㈱ 200 

SK Shipping Co., Ltd. 115 

その他 ７件 8 

計 2,935 

保証先 
円貨額 
（百万円） 

ETERNAL ELECTRONICS 
CORPORATION 

740 

シダックス・コミュニテ
ィー㈱ 

495 

双日㈱ 376 

American Airlines, Inc. 238 

SK Shipping Co., Ltd. 142 

その他 ８件 11 

計 2,003 

(2）関係会社及び従業員の借入金等に対す

る保証 

(2）関係会社及び従業員の借入金等に対す

る保証 

(2）関係会社及び従業員の借入金等に対す

る保証 

保証先 
円貨額 
（百万円） 

Fuyo General Lease  
(USA) Inc. 

5,523 

FGL (PANAMA),S.A. 2,816 

FGL Maritime Panama 
S.A. 

536 

Fuyo General Lease  
(HK) Ltd. 

343 

エフジートランプリーシ
ング㈲ 

224 

ジーエフアイビスリーシ
ング㈲ 

154 

従業員（住宅購入資金） 663 

計 10,263 

保証先 
円貨額 
（百万円） 

Fuyo General Lease  
(USA) Inc. 

6,829 

FGL (PANAMA),S.A. 2,645 

FGL Maritime Panama  
S.A. 

559 

Fuyo General Lease  
(HK) Ltd. 

328 

ジーエフアイビスリーシ
ング㈲ 

232 

従業員（住宅購入資金） 532 

計 11,128 

保証先 
円貨額 
（百万円） 

Fuyo General Lease  
(USA) Inc. 

5,846 

FGL (PANAMA),S.A. 2,698 

FGL Maritime Panama  
S.A. 

558 

ジーエフアイビスリーシ
ング㈲ 

195 

従業員（住宅購入資金） 603 

計 9,902 
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（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加77株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（リース取引関係） 

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産 98,818百万円

無形固定資産 13,883百万円

有形固定資産 99,587百万円

無形固定資産 13,200百万円

有形固定資産 199,119百万円

無形固定資産 26,984百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 0百万円

受取配当金 173百万円

組合等出資利益 90百万円

受取利息 0百万円

受取配当金 322百万円

組合等出資利益 144百万円

受取利息 0百万円

受取配当金 254百万円

組合等出資利益 194百万円

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 73百万円

組合等出資損失 16百万円

支払利息 74百万円

株式売出費用 6百万円

組合等出資損失 6百万円

支払利息 137百万円

組合等出資損失 29百万円

※４ 特別利益のうち主要なもの ※４ 特別利益のうち主要なもの ※４ 特別利益のうち主要なもの 

債権譲渡益 934百万円

償却済債権取立益 109百万円

貸倒引当金戻入益 1,521百万円

投資有価証券売却益 337百万円

債権譲渡益 82百万円

償却済債権取立益 318百万円

貸倒引当金戻入益 797百万円

債務保証損失引当金

戻入益 

79百万円

投資有価証券売却益 193百万円

債権譲渡益 1,163百万円

償却済債権取立益 303百万円

貸倒引当金戻入益 1,166百万円

投資有価証券売却益 474百万円

関係会社清算益 191百万円

※５ 特別損失のうち主要なもの ※５ 特別損失のうち主要なもの ※５ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券売却損 25百万円

投資有価証券評価損 37百万円

ゴルフ会員権等評価損 36百万円

投資有価証券評価損 46百万円

関係会社清算損失 1百万円

ゴルフ会員権等評価損 0百万円

投資有価証券売却損 25百万円

投資有価証券評価損 31百万円

ゴルフ会員権等評価損 36百万円

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式（注） 140 77 － 217 

合計 140 77 － 217 
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